
白神の塩白神の塩白神の塩
食材が塩を欲しそうにこちらを見ている。

使 貯

える!
まる!

T-POINT

給油
洗車

武内商店㈱JX日鉱日石
エネルギー㈱

でも
でも

八峰町峰浜高野  々TEL.76-2019

撥 水 洗 車　700円
ワックス洗車　500円

高井 淳一

19

本社／能代市字臥竜山17-5
TEL 54-2227㈹  FAX 52-4453

エース自動車販売㈱
新車・中古車販売・車検・定期点検・一般修理

いつも心に　　　安全運転

〒018-2503 八峰町峰浜塙字豊後長根145
TEL     0185-76-2041

高 峰 堂
代表　畠　山　善　行

お菓子工房
好評発売中！

●カステラドーナッツ

〒017-8585 大館市御成町一丁目11-25
TEL 0186-42-3535／FAX 0186-49-2999

秋北バス株式会社

新館オープン
好評営業中

新館オープン
好評営業中

http://www.shirakami.com
TEL 77-2233・FAX 77-3919

各種宴会・ご法事会食を承ります

八峰町八森

日帰りプラン
宿泊プラン

3,000円～
10,650円～

TEL 0185-77-3161（代表）

白神八峰
商 工 会

〒018-2611秋田県山本郡八峰町八森字岩館21-1 
代表 須藤 三四郎

HP http://www.shirakami.or.jp/
　　　　　　̃hachimori-sk/kigyo/34rou.htm
HP http://www.shirakami.or.jp/
　　　　　　̃hachimori-sk/kigyo/34rou.htm

岩 館 漁 港 前

TEL 0185-78-2413

三四郎旅館三四郎旅館

株式
会社

能代営業所
北東北

能代営業所／秋田県能代市字仁井田白山109
TEL 0185-88-8777

SMILE & SECURITY

㈱秋田グリーンメンテナンス

URL http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail ogp@hamanasu.co.jp

〒016-0806　能代市清助町2-2

tel.0185-54-6633 fax.0185-54-6606

あらゆる印刷物
お気軽にご相談下さい。
●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●チラシ
●シール　●包装紙　●飲食店用メニュー
●ポスター（B2：515mm×728mmまで）
●カード（ポイント・メンバーズ等）　●パンフレット

〒018-2626 秋田県山本郡八峰町八森字横間156
TEL     0185-77-3774

事務所　電　話 76-3838
ＦＡＸ 76-3865

〒018-2509
秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地124番地の1

代表　山　口　敬　市

はちもり観光市組合
鮮度と安価で勝負！！鮮魚がいっぱい！

〒018-2609 秋田県山本郡八峰町八森字門の沢124
TEL・FAX 0185-78-2629

ひ よ り 会
代表　岡　本　リセ子

〒018-2641 秋田県山本郡八峰町八森字中浜29
TEL     0185-77-2128　FAX 0185-77-2157

代表　和　平　キクヱ

生　鮮　食　料　品

和 平 商 店平

〒018-2611 秋田県山本郡八峰町八森字岩館58
TEL 0185-78-2603

菅 原 商 店
代表　菅　原　進一郎

TEL:0185-77-3289
〒018-2676 秋田県山本郡八峰町八森字磯村72-7

ヒロデザインファクトリー
サイン工 事

TEL     0185-76-3311　FAX 0185-76-3009

～思い出に残る感動を～
お食事の際、是非ご利用下さい。

〒018-2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字大土面18

http://www.noshiro-golf.com/

株式会社マルカ金澤商店
〒018-3331秋田県北秋田市鷹巣字北中家下10-1 TEL:0186-62-3611

TOTAL VENDING SERVICE ～No.1 Operation～

〒018-2674 秋田県山本郡八峰町八森字上家後128-1
TEL     0185-77-2833　FAX 0185-77-2228

仕出し・ご宴会・活魚料理 齊藤食品
代表　齊　藤　寛　行

こころと
　　カラダに効く体験
　　あります。

こころと
　　カラダに効く体験
　　あります。

あきた白神で

遊ぼ。
あきた白神で

遊ぼ。

あきた白神体験センターあきた白神体験センター
TEL 0185-77-4455　FAX 0185-77-4456
【問い合わせ時間】9:00～17:00
HP●http://www.town.happou.akita.jp/taiken
E-mail●shirakami-tc@town.happou.akita.jp

（JR五能線あきた白神駅向かい）

TEL 0185-77-4455　FAX 0185-77-4456
【問い合わせ時間】9:00～17:00
HP●http://www.town.happou.akita.jp/taiken
E-mail●shirakami-tc@town.happou.akita.jp

あきた白神体験センターは、秋田県
の北西部に位置し、世界自然遺産白
神山地を東に仰ぎ、西には日本海の
大パノラマが広がっている自然環境
の中、四季を通じて、さまざまな体験
活動をお手伝いする施設です。

（JR五能線あきた白神駅向かい）
東北運輸局認証工場

八峰町峰浜沼田字鳥矢崎50-1

ジェイオート藤井
TEL70-3070

古来より、白神の里に伝わる伝統の味。

芝生お宅の

山本郡八峰町峰浜沼田字砂坂10-2

ローソン峰浜店様駐車場より北東方面、展示圃場がご覧いただけます。

☎ 76-4111 FAX 76-4112

芝生芝生 にしませんか。を庭

〒016-0825 秋田県能代市柳町8-11　TEL     0185-52-4424

寿司・居酒屋
ラーメン元気

郷土の繁栄に貢献する

本　　　社　〒016-0179 秋田県能代市浅内字横道19-1
　　　　　　TEL 0185-54-3258　FAX 0185-54-8397
峰浜営業所　〒018-2502 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字萩の台5-26
　　　　　　TEL 0185-76-2823　FAX 0185-76-3909

幸和リース株式会社
代表取締役　福　田　幸　一

〒018-2503 八峰町峰浜塙字豊前長根122
TEL     0185-76-2467　FAX 76-3523

㈱高杉自動車
安全・安心の愛車を！

加盟店

TEL0185-70-4020

産直施設

ハタハタ館隣り

ぶりこ

電気工事

代表　水　木　勝　也
大沢　☎76－2354・ＦＡＸ76－3093

水木電気工事店

㈲ 鈴 末 設 備

Tel&Fax 0185-52-2275(代表)
〒016-0821 秋田県能代市畠町2-5

楽器・CD・楽譜・音楽教室・音響レンタル

八峰支店 TEL 0185-76-3151

JA秋田やまもと

秋田県漁業協同組合
北部総括支所

秋田県山本郡八峰町八森字横間156番地先
TEL　0185-77-2255㈹　FAX　0185-77-3387
E-mail:sakana@shirakami.or.jp

株式会社　増田保険サービス
総合リスクコンサルティング

Tel.0185-55-1234〒016-0014
秋田県能代市落合字上前田128-3

ホームページ　http://www.tmn-agent.com/mis/

あらゆる保険（生保・損保）を取り扱っております！

代理店

代理店

株式会社　増田保険サービス株式会社　増田保険サービス株式会社　増田保険サービス

おかげ
さまで

創業37年創業37年

能代市鰄渕字中嶋古屋布59-1
TEL 090-7935-2436

すきっぷ《女性専用・完全予約制》
整体サロン

ポンポコ山でも営業中！！

TEL 0186-47-3211　FAX 0186-47-3212

みちのくキャンティーン株式会社

秋　北　営　業　所

障害者就労継続支援B型事業所

障害福祉施設

〒018-2509  八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地124-9
ホームページ：http://www.yuusin.org/

見学随時受付中！
お気軽にお問い合わせください

（お問い合わせ）

Tel.0185-88-8905

出演団体のご紹介
白神黒龍IWASAKI　よさこい踊り

鰺ヶ澤担ぎ乃会は、「担ぎ太
鼓」を復活させ、昔ながらの祭
りの姿を残し、津軽のねぶた
囃子を後世に伝えていくため
に、平成15年12月に設立さ
れました。30名の会員から
なり、名前の由来は、担ぎ太鼓

でねぶた囃子を演奏することから「担ぎ乃会」としました。

地元の人達に笑顔と
元気を与えたいと、
よさこいソーランを
結成して今年で10
年目になります。
はっぽう“んめもの”
まつりには4回目の

参加です。小さい子供から大人までのファミリーチームです。

鰺ヶ澤担ぎ乃会　青森県内各地のねぶた囃子

茂浦民謡同好会
通り踊り

秋田県立能代高等学校
吹奏楽部

小繋郷土芸能保存会
駒踊り

※内容は一部変更になる場合があります。
※写真は全てイメージです。

深浦町鰺ヶ沢町

能代市八峰町 能代市二ツ井

イベントタイムスケジュール

10
　
日
　
㈯

11
　
日
　
㈰

10:00～
10:30～
11:00～
12:30～
13:30～
14:00～
15:00～
16:00　

開会式
鰺ヶ沢 振舞い
能代高校 吹奏楽部
白神黒龍IWASAKI よさこい踊り
石川そば喰い大会
小繋郷土芸能保存会　駒踊り
だまこもち振舞い
閉会

10:00～

11:00～

12:30～

13:30～

14:15～

15:00～

何かの重さ当てクイズ

Sweets Show

鰺ヶ澤担ぎ乃会 ねぶた囃子

国盗りあみ引き合戦

茂浦民謡同好会 通り踊り

深浦チャンチャン焼き
振舞い
※時間は目安です。多少前後する場合があります。
※内容は予告なく変更となる場合があります。

100食
限 定

100食
限 定100食

限 定

TEL 0185-76-2265（代表）TEL0185-77-2770  FAX0185-77-2722

日本海と白神山地の出逢う宿

この度は、はっぽう“んめもの”まつりの開催にあたり、ご協賛いただき、誠にありがとうございました。


